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 製品・サービス動向-国内                   

■エルモ社、テレワーク/サテライトオフィス向け

ソリューションの販売推進を強化 

 株式会社エルモ社（愛知県名古屋市）は、テレワーク/サ

テライトオフィス向けソリューションとして、「ビジュアルプレゼ

ンターMO-1」「モバイルプロジェクター BOXi」「インタラクテ

ィブ書画カメラ L-12i」などの販売展開を推進している。（取

材：2013 年 12 月 10 日エルモソリューションフェア 2013） 

 テレワークは日本で広がりつつある中、安倍政権が 6 月に

打ち出した IT 政策の新戦略にテレワーク推進を盛り込んだ

のはエルモ社としても追い風と見る。 

 「テレワークが普及するにつれ、そのコミュニケーションツ

ールとしてのテレビ会議や Web 会議も広がっていくだろう。

また 近は Web 会議などと組み合わせたマイクスピーカも

多用されているようになってきている。しかし、それらに加え

通常オフィスにあるプロジェクターや書画カメラ等を加えるこ

とで業務の生産性はさらに高まるのではないか。そういった

観点から、テレワーク/サテライトオフィス向けにモバイルに

特長のある関連製品の販売を当社としては活発に行ってい

るところだ。関連企業との協業も行いたい。」（エルモ社 エ

ルモソリューションカンパニー） 

  エルモ社では、単にWebカメラやマイクスピーカを使った

テレビ会議/Web 会議にとどまらず、そこに、プロジェクター

や書画カメラを加えることで、パソコンのデータではない紙

の書類や製品などの共有が

さらにやりやすくなり、効果

的なプレゼンテーションに役

立つのではないかと考えて

いる。 

  ビジュアルプレゼンター

MO-1（写真左、エルモ社資

料）は、Web 会議用カメラとしても使用できモバイル書画カメ

ラ。本体重量は550グラムと軽量のため携帯性に特長がある。

ビジネスバックに入れて運ぶこともできる。 

 500 万画素 CMOS センサーに 8 倍デジタルズーム搭載し

ており、フレキシブルアームと回転カメラヘッドであらゆる角

度からの安定した被写体撮影ができる。映像はフル HD 映

像（1080i、30fps）に対応。また、USB 経由でパソコンに接続

することで Web 会議システム用の Web カメラとしても使える

（写真下、エルモ社資料）。音声については本体内蔵のマイ

ク を 使 用

する。 

 

 MO-1

への入力

端子につ

い て は 、

ア ナ ロ グ

RGB と

HDMI 入

力端子を装備し、PC・スマートフォン/タブレット・DVDプレー

ヤー・ブルーレープレーヤーなどとの接続が可能。その他、

USB(電源供給可能)

や SDカードスロットも

ある。 

写 真 左 ： BOXi 

MP-350(エルモ社 資

料)  

 一方、BOXi は、ビジネスからパーソナル用途まで対応す

るモバイルプロジェクター。ビジネスバックに入る携帯性にす

ぐれた小型軽量であるところが特長としている。モデルは

「MP-350」（500g）、 
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写真左：BOXi 

T-350(エルモ

社  資 料 )   

「 T-350 」

（ 480g ） 、

「T-200」（11

月 21 日新発

売、300g）の 3 モデル。 

  独自の光学エンジンと

高性能レンズを搭載。解

像度は WXGA(1280x800)

に対応し、HDMI を通じて

ブルーレイや DVD、あるい

はゲーム機などからの映

像を投影できる。焦点距離

1mで50インチの大画面投

写が可能で、たとえば、6 

写真上：BOXi T-200(エルモ社 資料)  畳のスペースがあれば、

100 インチの大画面表示が行える。そのほか、使用時に便

利な 7 秒起動 7 秒シャットダウンにも対応する。 

その上、 「MP-350」は、USB メモリを使った PC レスの投

影が行えるとともに、PC・スマートフォン・タブレットと 大 4

台同時に WiFi 接続（ケーブルレス）し、切り替えたりして表

示することもできる。 

 「T-200」は USB 給電に対応しており、PC との常時携帯が

可能である。 

もうひとつの、インタラクティブ書画カメラ L-12i は、オフィ

ス内での持ち運びが可能なモデルで、エルモ社によると、サ

テライトオフィス向けの書画カメラとして 適という。 

 340 万 画 素 CMOS セ ン サ ー を 搭 載 し フ ル

HD(1080p,30fps)に対応。360 度回転するスイングアームと

光学 12 倍・デジタルズーム 8 倍の拡大率でいろいろな角度

から被写体を大きく鮮明に映し出す。またズームダイヤル＆

ワンプッシュ AF ボタンを使い手元で簡単操作が可能。 

電子黒板と接続して使用したり、USB カメラ機能で PC の

USB カメラとしても使用したりすることもできる。また、音声入

出力にも対応し、内蔵マイクまたは外部音声入力からの音

声は音声ライン出力および HDMI 端子から出力する形にな

る。記録については、SD カードや USB メモリに音声付き動

画ファイルや画像データとして記録することができる。 

 「これらの製品は、高性能ながらコンパクトで持ち運びを想

定して開発された製品のため、テレワークやサテライトオフィ

ス環境での活用に適していると考えている。」（エルモ社 エ

ルモソリューションカンパニー） 

今年も 2013 年 12 月 10 日・11 日に東京都内にて「エルモ

ソリューションフェア 2013」を開催。書画カメラ、電子黒板、

「モバイルプロジェクター BOXi」、「多目的フィールドカメラ 

QBiC」、デジタル自主放送システム、フル HD 監視カメラ・

HD-SDI 監視カメラなどエルモ社の 新のソリューションが

展示された。 

 

■インターコール・ジャパン、米 Tely Labs 社の低

コスト HD テレビ会議システム「Tely HD Pro」の

日本国内販売を開始 

インターコール・ジャパン株式会社（東京都港区）は、米

Tely Labs社の低コストHDテレビ会議システム「Tely HD Pro」

の日本国内販売を開始した。（取材：2013 年 12 月 11 日） 

 

ディスプレイ（別売り）上部に設置されているカメラ等内蔵が Tely 

HD Pro 本体、ユーザ所有のディスプレイに簡単に設置可能。 （イ

ンターコール 資料） 

この販売開始は、11 月 12 日にインターコールアジアパシ



CNA Report Japan         

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CNA Report Japan                             3/11                       Vol.16 No.1, January 15, 2014 
 
 

フィック社（シンガポール）より発表された Tely Labs 社との提

携によるもの。これにより Tely Labs 社の Tely HD Pro を、日

本を含めたアジア太平洋地域で販売する。Tely Labs 社は

すでに北米ではテレビ会議システムを販売しており、米市場

調査会社 Wainhouse Research 社によると北米において 14%

の市場シェアを占めるまでに急成長している。2010 年に設

立されたベンチャー企業。 

Tely HD Pro は、720p HD に対応したテレビ会議システム。

高品質なテレビ会議を低コストにしかも簡単に使えるものに

するために、必要な機能に絞り価格を抑えているところが特

長。ただし、外部マイクを加えると 6～10 人までの会議室で

も使える。 

Tely Labs 社はすでにコンシューマー向けのモデル

（Skype 対応）を販売しており、この Tely HD Pro は、ビジネス

での利用を想定して必要な性能や機能を盛り込んで開発さ

れているモデルとなる。インターコール・ジャパンはそのビジ

ネス版を日本国内で販売する。 

「Tely HD Pro は市場で販売されている他社性のテレビ会

議専用機の 1/10 のコストで購入ができるのが魅力だ。しか

も、低コストであっても 近テレビ会議で標準となっている

HD に対応しているし、セットアップもとても簡単だ。画面メニ

ューも直感的でわかりやすく誰でも使える。」（インターコー

ル・ジャパン） 

Tely HD Pro は、ディスプレイ上部に据え置きする本体とリ

モコンのみ。テレビ会議だけでなく資料共有などの機能もあ

る。箱から出してから使用するまでのセットアップは、LAN へ

のケーブル接続、外部マイクの USB接続、HDMI対応ディス

プレイへの接続、そして本体の電源を入れるだけですぐに

使える。また、コールするなどの画面操作も付属のリモコン

や、すでに所有しているスマートフォン/タブレットで簡単に

操作（別途指定のアプリが必要）ができるようになっている。 

なお、セットアップ時のネットワークの設定は基本的には

自動で行ってくれるようになっている（後述の Blue Jeans 

Network とセットで使う場合）。加えて、有線 LAN だけでなく

無線 LAN にも対応している。 

インターコール・ジャパンとしては、この Tely HD Pro を、ク

ラウド型ビデオ会議サービス「Blue Jeans」や、インターコー

ルの電話会議サービス「Reservationless Plus電話会議」と組

み合わせたソリューションとして提供をおこなっていく考え

だ。 

 

 Tely HD Pro 画面メニュー例（インターコール 資料） 

 Blue Jeansは、H.323や、「Microsoft Lync」、Googleビデオ

チャット、PSTN などを相互に接続することができる接続サー

ビス（定額）で、１対１の接続から多地点の接続まで対応して

いる。多地点時では、多画面分割（CP）にも対応している。 

 「電話会議に近い価格でビデオ会議を利用できるのが

Blue Jeans の特長だ。」（インターコール・ジャパン） 

Tely HD ProとBlue Jeansを組み合わせることで、Tely HD 

Pro 間だけでなく、Tely HD Pro とさまざまなビデオ会議端末

とのビデオ会議接続が可能になる。また、そこに、インターコ

ールの Reservationless Plus 電話会議も組み合わせることで、

ビデオ会議と電話会議が混在した会議も行えるようになって

いる。そのほか、会議のスケジューリングや開催、参加、管

理をシングルインターフェイスで簡単に制御できる機能も提

供する。 

近、市場ではさまざまな端末でビデオ会議が行えると

いうマルチデバイスの対応が進んでいるが、クラウド上で

Tely HD Pro とインターコール、Blue Jeans の３者を組み合わ

せることで、低コストにしかも簡単に高品質なビデオ会議が

実現することになる。 
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 イ ン タ ー コ ー ル 社 は 、 電 話 会 議 、 Web 会 議

（WebEx/Adobe/Intercall Unified Meeting）、ビデオ会議、

Blue Jeans、イベントサービス（Web キャストなど）、ユニファイ

ドコミュニケーション（Microsoft Office 365）などをワールドワ

ードに提供している。また端末についても、Tely HD Pro 以

外に、各メーカーの電話会議やビデオ会議端末、また

Jabbra やヤマハのマイクスピーカも取り扱っている。導入か

ら利用、サポートまでワンストップでサポートしている。 

 インターコール・ジャパンによると、Tely HD Pro は SMB な

ど基本的には中小企業を想定して販売展開したいと考えて

いる。 

 

■NTT アイティ、ペーパレス会議「ミーティングプ

ラザ可搬 PLC サーバー」製品版を発売 

  NTT アイティ株式会社（横浜市中区）は、ペーパレス会

議/講義が開催できる「ミーティングプラザ可搬 PLC サーバ

ー」を 12 月 17 日より発売開始。（2013 年 12 月 17 日） 

 

ノート PC 型 PLC サーバーと小型パッケージ型 PLC サーバー 

（NTT アイティ 資料） 

  ミーティングプラザ可搬 PLC サーバーは、ハードウェアと

ソフトウェアが同一筐体に入った製品と市販の WiFi ルータ

のセットで提供する。ノート PC か小型パッケージ型の 2 種類

がある。ノート PC 型は同時接続 20 名までの会議、また小型

パッケージ型は同時接続 50 名までの会議に適しており、両

タイプとも、購入後、電源を入れるだけですぐに利用できる。 

加えて、無線 LAN アクセスポイント機能を有しているため、

ネット環境がない場所でも無線 LAN を利用した会議が行え

る。つまり、参加者が無線 LAN を使って PLC サーバーに接

続する形。ネット接続なしの同一フロアでの利用のほか、社

内イントラネットや公衆インターネットでの利用にも対応して

いるため遠隔地点からの参加も可能。 

  会議開催者が会議資料を事前に、または会議中にサー

バーにアップすると、参加者のタブレットもしくは PC（対応端

末：iPad/iPhone、Android、Windows PC、Mac）で資料を閲

覧することが可能になる。その際、参加者は QR コードや

URL で簡単に会議資料を取得できるようになっている。資料

は Windows PC で起動できる MS Office などワープロ、表計

算、プレゼン資料など対応している。 

  そして、発表者が自身の会議端末でページをめくりなが

ら発表を行うと、参加者の端末では発表者に同期したペー

ジが表示される。発表者と参加者は相互に発表することが

可能だ。加えて、参加者は同期したページ以外のページを

自由に閲覧することもできる。 

  その中で、セキュリティの面では、会議資料は画像として

参加者に配信されるようになっている。ディスプレイのビット

マップメモリに展開されるだけでハードディスクなどに保存さ

れることはない。そのため会議終了後参加者の端末にファイ

ルが残らない設計となっている。 

 なお、PLCサーバーは、Web会議サーバーとしても利用で

きるほか、ペーパレス会議と Web 会議を混在して使用するこ

とも可能となっている。 

 

可搬 PLC サーバーの仕様（NTT アイティ 資料） 

 NTT アイティによると、年間 50 サーバシステムの販売を目

指す。ミーティングプラザ可搬PLCサーバーについては、同
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社ミーティングプラザ事業部が担当窓口となっている。 

 

■VQS マーケティングの Web会議システム、スマ

ートデバイスに対応 

VQS マーケティング株式会社（本社：京都市南区、東京

オフィス：千代田区）は、同社が提供する Web 会議システム

「VQS collabo」と、教育向けの遠隔授業システム「VQS 

collabo V3 for Learning」に対して、スマートデバイスに対応

した新クライアント「VQS collabo Mobile Meeting」を発表した。

（2013 年 12 月 17 日） 

VQS collabo Mobile Meeting は、PC はもちろん、iPhone、

iPad、Android などのスマートデバイスに対応。これら４つの

デバイスが同時にインターネットを通じて、映像と音声による

会話はもちろん会議資料の共有も可能だ。会議資料の共有

においては、書き込みやマーキング（デジタルペンに対応）

を行うこともできる。 

  また、従来の「交流用会議室（会議・交流型）」、「セミナ

ー用会議室（セミナー型）」、「ディスカッション用会議室（少

人数）」に加えて、Mobile Meeting 用の会議室を選択できる

ようになった。 

 さらに、スマートデバイスに対応することで、客先での営業

活動サポートや、現場での進捗状況確認、出張先からの社

内打ち合わせへの参加など VQS collabo の活用が広がると

している。 

 VQS collabo は高音質（FM 放送・CD に匹敵する）が特長

のひとつ。このためたとえば大手英会話学校での採用の決

め手となった。また簡単に資料共有できるホワイトボード（特

許取得済）、用途や帯域に合わせたさまざまなタイプの会議

室に対応、低帯域でも安定した動作をする通信帯域制御、

加えて、日本語以外にも英語に対応している。デバイスの

OS が英語の場合はアプリケーションが自動で英語版に切り

替わる。 

 VQS collabo Mobile Meeting の利用にあたっては、「VQS 

collabo Version3/V3 for Learning」の契約が必要。デバイス

の動作環境については同社に確認要。 

■沖電気工業、iPad 対応ビデオ会議アプリケー

ション「Visual Nexus Endpoint Mobile for iPad」

の販売を開始 

 沖電気工業株式会社（東京都港区）は、ビデオ会議システ

ム「Visual Nexus(ビジュアルネクサス)」に対応する iPad 対応

ビデオ会議アプリケーション「Visual Nexus Endpoint Mobile 

for iPad」の販売を 2013 年 12 月 17 日より開始した。（2013

年 12 月 17 日） 

  2013 年 7 月に販売を開始したアプリケーション「Visual 

Nexus Endpoint Mobile for Android」による Android タブレッ

ト端末への対応に加え、今回 Visual Nexus Endpoint Mobile 

for iPad により iPad にも対応を広げたことになる。 

  Visual Nexus Endpoint Mobile for iPad は映像と音声によ

る通話だけでなく、以下の点が可能。（１）会議中のプレゼン

テーション資料の表示。（２）ビデオ会議専用端末や PC から

ビデオ会議に参加している他のユーザと同じようにビデオ会

議に参加すること。（３）Android と iPad を混在して使用するこ

と。 

  そのほか、iPad に搭載されている端末正面のカメラと背

面カメラを通話中に切り替えることができるため、カメラで通

話者だけでなく、周囲の様子などをビデオ会議参加者に容

易に伝えることができる。 

一方、映像コーデックは H.264、音声コーデックは G.711、

MPEG-4AAC、 大解像度は CIF(送信)、w432P(受信)。資

料共有は H239 形式に対応している。 

  企業でのタブレット端末導入は継続的に拡大しており、

iPad も広く使われている。「遠隔コンサルティング」や「遠隔

作業支援」、「BCP 対策」など、タブレット端末を用いたさまざ

まな用途で Visual Nexus の活用が広がる。 

   標準価格は Visual Nexus Endpoint Mobile for iPad、10

ユーザーライセンス 25 万円（税別）。Visual Nexus Endpoint 

Mobile for iPad アプリケーションは、Apple App Store より配

信、iOS6.0 以降をインストールした iPad2 以降の各モデル、

iPad mini、iPad Air が対応している。 

沖電気工業によると、販売目標は、2013 年度に累計で



CNA Report Japan         

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CNA Report Japan                             6/11                       Vol.16 No.1, January 15, 2014 
 
 

1,000 社を目標としている。 

  なお、今回の販売開始に合わせて、沖電気工業では、2

月 28 日までの期間限定のビデオ会議バリューキャンペーン

を実施。多地点ビデオ会議の導入に必要な機器や構築費、

保守費を低価格でオールインワンで提供する。「PC 会議パ

ック」や「専用端末パック」のほか、iPad/Android 端末接続用

ライセンスを組み合わせたパッケージなどをラインナップして

いる。 

 担当窓口は、通信システム事業本部 企業ネットワークシ

ステム事業部 ビジュアルネクサス BU。 

 

■ リ コ ー の ペ ー パ レ ス 会 議 「 RICOH  Smart 

Presenter システム」、iPad/iPhone に加え、

Windows 環境での利用にも対応 

  株式会社リコー（東京都中央区）は、Windows 環境に対

応などペーパレス会議「RICOH Smart Presenter システム」

の機能を強化した。（2013 年 12 月 19 日） 

 

 

RICOH Smart Presenter システム（リコー 資料） 

  RICOH Smart Presenter システムは、iPad や iPhone 上

で資料の共有・閲覧資料ページの同期・ページ内での拡

大・書き込みを可能にするペーパレスシステム。発表者のデ

バイスからリコー製プロジェクターへのワイヤレス投影も可

能。 

 今回の主なシステム強化ポイントは以下の通り。 

（１） iPad や iPhone と同じように Windows PC でもペーパレ 

ス会議に参加することが可能になった。発表者は閲覧資料

ページの操作、参加者は資料ページの閲覧などが可能。 

（２） 発表者の拡大・縮小の操作が参加者の手元の画面や 

プロジェクターの画面表示にも連動する。 

（３） 会議の資料として登録できる件数が、従来の 10 件か 

ら今回 50 件まで対応するようになった。 

（４） ユーザインターフェイスは、従来からの日本語と英語 

に、中国語・ドイツ語・スペイン語・フランス語を追加。海外拠

点との会議でも使いやすくなった。Web 会議などの画面共

有よりもクリアに資料を共有できる。 

 

価格表（リコー 資料） 

  なお、RICOH Smart Presenter システムは、Windows 

Server 上 で 動 作 す る 「 RICOH Conference Center 」 と

iPad/iPhone(iOS)上で動作するアプリケーション RICOH 

Smart Presenter から構成される。RICOH Smart Presenter

は 2011 年 10 月に公開して以来、30 万ダウンロードを超え

つつあるという。 

 

■ブイキューブ、Web 会議と電話会議の連携機

能を標準提供 

株式会社ブイキューブ（東京都目黒区）は、Web 会議サ

ービス「V-CUBE ミーティング」をはじめとした「V-CUBE」サ

ービスのアップデートを実施。（2013 年 12 月 20 日） 

  今回のアップデートでは、V-CUBE ミーティングならびに、

資料共有サービスである「V-CUBE ドキュメント」で、電話会

議から Web 会議に参加を可能とする電話会議連携を標準

で提供することになった。 

  今回の連携により、海外などインターネット回線が快適で

ない場所からでも、オプション契約をすることなく標準で利
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用できるようになった。世界 60 か国以上にローカルアクセス

を提供し、会議参加者は電話をかけることで V-CUBE の

Web 会議に音声で参加できる。一方、日本国内については、

国内共通通話料のナビダイヤルを追加し、全国一律の通話

料金で電話会議連携を利用できる。ただし、電話会議によ

る Web 会議参加は、通話時間に応じたアクセスポイントまで

の通話料が別途必要になる。 

 今回発表された標準提供については、12 月 20 日以降に

新規にブイキューブサービスを申込した顧客が対象となる。

既存ユーザについては標準での提供を準備中という。 

 

■ウェイズジャパン、クラウド型 Web 会議サービ

スを開始 

株式会社ウェイズジャパン（東京都新宿区）は、クラウド型

Web 会議サービス「Fileforce ミーティング」の提供を 2014 年

１月下旬より開始すると発表。（2013 年 12 月 25 日） 

 
Fileforce ミーティング 画面イメージ＜パソコン＞ 

（ウェイズジャパン 資料） 

 
Fileforce ミーティング 画面イメージ＜タブレット＞ 

（ウェイズジャパン 資料） 

Fileforce ミーティングは、株式会社ブイキューブ（東京都

目黒区）からクラウド型 Web 会議サービスの OEM 提供をう

けたもの。 

Fileforce ミーティングは、ネットワーク環境があればパソコ

ンやタブレットから利用できる。「いつでも」・「どこでも」・「だ

れでも」簡単に使えるビジュアルコミュニケーションサービス

で、使いやすいインターフェイスデザインと 24 時間 365 日の

サポートで手軽に Web 会議を始められるのが特長という。 

本サービスを、ウェイズジャパンが提供するクラウド型ファ

イル共有サービス「Fileforce」の既存および新規のユーザに

対して、より幅広いシーンで活用できるクラウドサービスとし

て提案し、「ワークスタイルに変革を」をコンセプトの一環とし

てペーパレス会議の促進を進めていくとしている。 

 

■NTT アイティ、最新のエコーキャンセラー技術

で iPad ハンズフリーに対応 

NTT アイティ株式会社（横浜市中区）は、iPhone/iPad を

ヘッドセットなしにハンズフリーで利用できる Web 会議「ミー

ティングプラザ」クライアントプログラムを1 月10 日より提供開

始する。（1 月 8 日） 

 

 

iPad ハンズフリーを利用した会議シーン例(NTT アイティ 資料） 

NTT アイティのミーティングプラザは、3,000 社を超える導

入実績をもつ Web 会議サービス。従来からタブレットを利用

した Web 会議サービスの提供を行ってきたが、iPad 利用の

ユーザから「ハンズフリーで利用したい」という要望があり、

「MeetingPlaza Mobile」iPhone/iPad 版のエコーキャンセラー

機能を強化改良し、ハンズフリーに対応した。 

 ハンズフリーの効果としては、iPad の移動が容易になる点。

カメラ映像の撮影ポイントを変更すれば臨場感あふれる状
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況報告が行える。また、１拠点に数人が参加する Web 会議

サービスとして利用することもできる。 

 一方、 新のエコーキャンセラー技術のため、会議周囲の

音声の雑音低減やハウリング、エコー等の発生頻度も低減

するとしている。 

 提供形態は、NTT アイティが運用するミーティングプラザ

サーバを共同で利用するクラウド型サービスと、オンプレミス

型の 2 形態で提供する。1 月 10 日より提供開始。既にクラウ

ド型サービスを利用の場合は、App Store より、iPhone/iPad

用のクライアントプログラムをダウンロードするだけでハンズ

フリー機能が利用開始できる。動作条件は同社に確認要。 

 価格については、クラウドサービス利用ユーザについては、

価格変更はないが、オンプレミス利用ユーザについては、

MP モバイルオプション（iOS）ライセンス（オープン価格）の

購入が必要となっている。 

 

 ビジネス動向-国内                   

■NTT コミュニケーションズ、Web 開発者向けに

WebRTC プラットフォーム「SkyWay」の提供開

始およびライブラリ・ソースコードの公開 

 NTT コミュニケーションズ株式会社（東京都千代田区）

は、WebRTC 技術を活用するために開発したプラットフォー

ム「SkyWay」の無償提供と、ソフトウェア開発支援サービス

GitHub 上におけるSkyWayのライブラリ・ソースコードの公開

を開始した。（12 月 5 日） 

  WebRTC はパソコンやスマートフォンのブラウザ間でのリ

アルタイム通信を実現する技術。広義の HTML5 のひとつと

して、W3C と IETF において標準化が進められている。 

NTT コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ズ は 、 SkyWay を 活 用 し た

WebRTC アプリケーションを簡単に開発できる環境を提供

する。国内初の公開トライアルで WebRTC の普及を促進す

る目的。 

  SkyWay では、仲介サーバーの WebAPI を提供する。仲

介サーバーは、株式会社時雨堂の協力のもと、Erang/OTP

で開発されており、API の仕様は PeerServer と互換性があ

る。 

 また、ブラウザ間の直接通信を確立する際に必要な通信

処理とブラウザ間の通信処理を簡便に記述できるようにする

ための JavaScript ライブラリのソースコードを NTT コミュニケ

ーションズの公式 GitHub アカウントにて公開する。ただし、

PeerJS を利用し一部を改変している。 

 

SkyWay を活用したアプリケーション例 

（NTT コミュニケーションズ 資料） 

SkyWayの紹介サイトをGitHub Pagesにて公開する。合わ

せて SkyWay 開発者向けドキュメントを公開。これは PeerJS

の開発者向けドキュメントの日本語訳をベースにしている。 

  その他、SkyWay を活用したサンプルアプリケーションを

開発し、ソースコードを GitHub で公開する。なお、この第一

弾として、ボイスチャットを行いながら、その音声をリアルタイ

ムでテキストメッセージに変換しコミュニケーションすることが

できる「字幕付きボイスチャット」を公開する。SkyWay を活用

したサンプルアプリケーションは、今後順次追加していく予

定とのこと。 

  NTT コミュニケーションズは、今回フィールドトライアルと

して SkyWay を Web 開発者に無償で公開する。またこのトラ

イアルで得た知見を元に機能を改善し信頼性を高め、正式

なサービスとしてのリリースを目指している。 
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 製品・サービス動向-海外               

■Acano 社、ビデオ会議システム運用マネージメ

ントプラットフォーム「Acano Manager（アカノマ

ネージャ）」を発表 

 米 Acano 社は、ビデオ会議システム運用マネージメントプ

ラットフォーム「Acano Manager（アカノマネージャ）」を発表し

た。（2013 年 12 月 16 日） 

  Acano Manager は、Acano ソフトウェアやサードパーティ

MCU の大規模展開（large deployment）向けのプラットフォ

ーム。大規模展開をより低コストに簡単に実現するためのも

の。 

  Acano ソフトウェアで、音声、ビデオ、Web を交えたコラボ

レーションが「coSpaces」上で行えるが、Acano Manager は、

シングルインターフェイスで制御できる、ソフトウェア管理、コ

ール管理、セルフサービス予約（マイクロソフト Outlook 対

応）、モニタリング、レポート、Cisco/Polycom MCU 管理（ア

ラーとやポート利用状況）、マルチテナント、課金システムの

機能をひとつの統合されたプラットフォーム上で実現してい

る。 

  Acano  Manager は 、 現 在 ユ ー ザ 数 限 定 （ select 

organizations）で提供されているが、2014 年 1 月には一般ユ

ーザ向けの販売（General Availability）を開始する予定とな

っている。 

 

■ChorusCall 社・Aver 社・Logitech 社、コラボレ

ーションソリューションを共同提供 

  多地点接続サービスを提供する ChorusCall 社（米、ペン

シルバニア州、日本支社：Chorus Call Asia 株式会社、東

京都中央区）は、コラボレーションソリューションを共同で提

供する目的で Aver Information 社（台湾）と Logitech 社（スイ

ス）と提携したと発表。（2013 年 12 月 17 日） 

  この 3 社の提携で、「Chorus Call Virtual MCU Video 

Collaboration Bundle(コーラスコール バーチャル MCU ビ

デオ コラボレーション バンドル」を提供する。 

 このバンドルには、Web カメラ、バーチャル MCU（VMCU）、

会議コントロールダッシュボード、「Aver EVC100」テレビ会

議システムなどが含まれる。 

このバンドルの特長には、導入規模を問わず、シンプル

で簡単に導入でき、しかもカスタマイズにも対応するなどが

ある。その上、ポートの柔軟性（port flexibility）や利用無制

限（unlimited availability ）、シングルソースセキュリティ

（ single source security ） 、 手 厚 い サ ポ ー ト （ specialized 

support）によって導入の敷居を下げるメリットがあるとしてい

る。 

提供開始は、2014 年 1 月から。導入キャペーン（incentive 

program）も実施する。 初の 25 ユーザ企業は Web カメラや

ソフトウェアエンドポイント「Companion」を無償で提供する。

（CNA レポート・ジャパン：日本での提供も含め詳細は同社

に確認要） 

 

■Pexip 社、ソフトウェアベースのビデオ会議プラ

ットフォーム「Pexip Infinity Version 3」を発表 

Pexip 社（ノルウェー、オスロ）は、ソフトウェアベースのビ

デオ会議プラットフォーム「Pexip Infinity Version 3」を発表し

た。（2013 年 12 月 18 日） 

 Pexip Infinity Version 3 では、以下の機能などに対応した。

（１）マイクロソフト社の仮想化システム「Hyper-V」に対応。

（２）Google Chrome 上で、WebRTC を使った双方向データ

共有。（３）SNMP v2c(（シンプル ネットワーク マネージメント 

プロトコル）に対応。（４）音声符号化方式 G.729 に対応。（５）

VMWare vMotion ライブマイグレーションをフルサポート。 

 

 ビジネス動向-海外                   

■FuzeBox 社と Internet2、共同で HD ビデオ会議

サービスを米国内教育・研究機関に提供 

クラウドベースのコラボレーションサービスを提供する米

FuzeBox 社は、Internet2（Wikipedia 参照：アメリカ合衆国の

先端ネットワーキングコンソーシアム）とパートナーシップ

を締結した。（2013 年 12 月 4 日） 

  このパートナーシップによって、FuzeBox 社と Internet2
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は、米国内の大学などの教育機関や研究機関に HD ビデオ

会議サービスを共同で提供する。また、今回、Internet2 

NET+Early Adopter Status を達成した。これは FuzeBox 社

のサービスが厳しい評価テスト（evaluation process）によって

その品質が認められた結果という。 

  FuzeBox 社は、HD ビデオ会議・Web 会議・音声会議を

モバイル・デスクトップ・ルーム・教室などから利用できるクラ

ウドベースのコラボレーションサービスを提供している。また

既存のビデオ会議専用端末との接続も可能という。このサー

ビスは、ブラウザ、Windows/Mac/Linux に対応した FuzeBox

クライアントアプリケーション、スマートデバイス（iOS/Android）

に対応している。 

 

■ClearOne 社、Dialcom Networks 社からコラボレ

ーション事業の譲り受け 

米 ClearOne 社は、スペインの Dialcom Networks 社からソ

フトウェアベースのクラウド コラボレーション ソリューション

「Spontania」を譲受する。（1 月 7 日） 

  譲り受け金額は、365 万ユーロ（500 万米ドル）。

Spontania によって、現在販売しているオンプレミスベースの

「COLLABORATE（VCON）」を強化し、ClearOne 社として、

成長著しいデスクトップやモバイルビデオコミュニケーション

市場における幅広いニーズに対応することが可能になると

いう。 

 「ClearOne 社は、今回の事業譲り受けにより、パブリックク

ラウドからプライベートクラウド、そしてオンプレミスまで対応

したビデオ会議ソリューションを音声ソリューションとともに提

供できるようになった。パートナー、顧客などに新たな機会

を提供できるものと考えている。」とコメントを出している。 

 今回 Dialcom Networks 社からの事業譲渡について、

ClearOne 社としては、保有現金にて Spontania 事業資産を

取得する形。借金や現金の譲受はない。規制官庁での問

題がなければ譲受手続きは 2014 年の第一四半期に完了す

る予定。 

 

 導入利用動向-国内                     

■日本 IBM と兼松エレクトロニクス、八十二銀行

のテレビ会議システム導入を支援 

  日本 IBM 株式会社（東京都中央区）と兼松エレクトロニク

ス株式会社（東京都中央区）は、株式会社八十二銀行（長

野県長野市）のシスコシステムズ社製テレビ会議システム導

入の支援を行った。（1 月 7 日） 

  テレビ会議システム導入は、非常事態発生時の通信手

段複線化およびコミュニケーションの円滑化を図る目的があ

り、2013 年 10 月より本部と地区幹事店など 16 店舗で先行

導入され、今後すべての営業店に順次展開される予定。 

 八十二銀行は「健全経営を堅持し、もって地域社会の発

展に寄与する」を経営理念に掲げ長野県を主な営業基盤と

する地方銀行。2012 年 4 月から取り組んでいる「第 29 次長

期経営計画」では「IT 化によるインフラの強化」を掲げ推進

しており、その一環として今回テレビ会議システムが導入さ

れた。 

 導入されたテレビ会議システムは、災害等の非常事態発

生時の通信手段として、営業店の被害状況や職員安否の

確認、本部・営業店間の円滑な意思疎通を支援する。たと

えば、災害時に本部や一部の営業店が被災した際、従来か

ら利用する固定電話、携帯電話、電子メールに加えて、テレ

ビ会議システムを活用する。これにより、対策本部と各営業

店における音声と映像の双方向通信による被害状況の把

握と円滑な業務継続の手段を拡充することが可能になる。 

 金融機関においては、テレビ会議システム活用によるフロ

ントエンドサービスの拡充や、社員教育など多様な利用が

広がりつつあり、八十二銀行においても、今後、行内会議や

行員研修などに活用を拡大していく予定という。 

 今回の導入にあたっては、テレビ会議の構築においては、

ネットワークの設計と帯域制御が重要であるため、金融機関

の営業店間および本部と営業店を結ぶネットワークの設計・

運用における日本 IBM のノウハウ、兼松エレクトロニクスの

同システムに関する豊富な実績が評価された。 

株式会社八十二銀行 http://www.82bank.co.jp/ 

http://www.82bank.co.jp/
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 セミナー・展示会情報                     
＜国内＞ 

 

■【"見える"カレッジ】 Web 会議サービスの活用メリットとは  

～海外拠点や取引先を V-CUBE ミーティングで繋ぐ～ 

日時：1 月 16 日（木）14:00～16:30 

会場：ブイキューブ本社（東京都目黒区）  

主催：株式会社ブイキューブ  

詳細・申込：https://vcube.smktg.jp/public/seminar/view/116 

 

■【"見える"カレッジ】 ブイキューブの Web 会議サービスが選ば

れる理由 ～電子黒板やポリコムと連携して、学習効果アップ～ 

日時：1 月 23 日（木）14:00～16:30 

会場：ブイキューブ本社（東京都目黒区）  

主催：株式会社ブイキューブ  

詳細・申込：https://vcube.smktg.jp/public/seminar/view/117 

 

■～ビジュアルコミュニケーションは社内利用だけではない！ 

～クラウドを活用することで実現する、新しい顧客との コミュニケ

ーションの実現方法とは～ 

日時：1 月 27 日（月）14:00～16:00（受付：13:30）  

会場：サイボウズ・セミナールーム（東京都文京区）  

主催：サイボウズ株式会社、株式会社ブイキューブ  

詳細・申込：https://vcube.smktg.jp/public/seminar/view/118 

 

■持ち出さないともったいない！「iPad」営業活用セミナー  

～Web セミナーで遠隔アプローチ＆資産管理でデバイス利用促

進～ 

日時： 1 月 28 日（火） 15:30～17:40 （受付：15:00）  

会場：ソフトバンクテレコム（東京都港区）  

共催：株式会社ブイキューブ、エムオーテックス株式会社、ソフトバ

ンクテレコム株式会社  

詳細・申込：
https://softbanktelecom.smartmarketing.jp/public/seminar/view/228 

 

■【人事部必見！】助成金を活用したプログラミング研修の方法  

と遠隔研修の最新事情のご紹介  

日時：2 月 12 日（水）13:30～15:00 

会場：ブイキューブ本社（東京都目黒区）  

主催：株式会社ブイキューブ  

詳細・申込：https://vcube.smktg.jp/public/seminar/view/119 

 

■Polycom Day 

『生産力をあげるビデオ会議：製造業向けソリューションのご紹介』  

製造業界での導入事例や活用シーンを含め、デモンストレーショ

ン 

日時：2 月 26 日(水)15:30～16:30 (受付:15:30）  

会場：ポリコムジャパン セミナールーム  

主催：ポリコムジャパン株式会社  

詳細・申込：http://www.polycom.co.jp/company/events.html 

 

国内その他：http://cnar.jp/cna/event-j.html 

海外その他：http://cnar.jp/cna/event-r.html 

 

 CNA Report Japan アーカイブ電子ブック版       

 

>2003 年-2013 年 http://www.catalog-square.co.jp/cna_report/ 

>2014 年 http://www.catalog-square.co.jp/cna_report/ebook/ 

 

電子ブック制作：カタログスクウェア株式会社 

            http://www.catalog-square.co.jp 

 

 編集後記                            

 

今年第一号の定期レポートをご覧いただきありがとうございました。 

 

今年も、このCNAレポート・ジャパンをご覧いただく方々に少しでも

何かにお役に立てればと思っております。 

 

本年も何卒よろしくお願い致します。 

 

 CNAレポート・ジャパン 橋本啓介 
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